
『第8回成田ｷｯｽﾞﾞｭﾆｱﾄﾗｲｱｽﾛﾝ大会　兼　第5回ｴｸｽﾄﾗｱｸｱｽﾛﾝ大会』総合結果 2009/7/25

総合タイム 総合順位 No. ｶﾃｺﾞﾘ 名前 フリガナ 性別 所属クラブ 学校名 学年
0:07:52 1 137 低学年 木綿 渡来 きわた とらい 男 柏洋スイマーズ 柏市立大津ヶ丘第二小 小学3年
0:08:09 2 132 低学年 東 駿太郎 あずま しゅんたろう 男 A&rsquo;sトライアスロン 旭市立中央小 小学3年
0:08:19 3 138 低学年 中村 有来 なかむら ゆらい 男 碑小 小学3年
0:08:33 4 134 低学年 古賀 隆行 こが たかゆき 男 守谷ITCキッズ 手代木南小 小学3年
0:08:37 5 109 低学年 井上 祐里 いのうえ ゆうり 男 SunnyFishJr、西浜SLSC 横浜国立大学附属鎌倉小 小学2年
0:08:50 6 129 低学年 宮森　鵬弥 みやもりたかや 男 ｺｽﾓ二子多摩川 川崎市立東高津小 小学3年
0:08:53 7 141 低学年 佐藤 航太 さとう こうた 男 吾妻小 小学3年
0:09:13 8 131 低学年 宮本 崚平 みやもと りょうへい 男 ORT葛飾 守谷市立高野小 小学3年
0:09:18 9 114 低学年 真家 琉 まいえ りゅう 男 茨城県潮来市立日の出小 小学2年
0:09:24 10 119 低学年 樫尾 公平 かしお こうへい 男 泉谷小 小学2年
0:09:26 11 103 低学年 安藤 大知 あんどう だいち 男 大垣市立中川小 小学1年
0:09:38 12 135 低学年 京極 元紀 きょうごく もとのり 男 東台小 小学3年
0:09:42 13 126 低学年 桂田　一輝 かつらだかずき 男 橋賀台小 小学3年
0:09:43 14 113 低学年 増田 誉大 ますだ たかひろ 男 A&rsquo;sトライアスロン 旭市立共和小 小学2年
0:09:46 15 108 低学年 矢野 騎也 やの のりただ 男 富士見倶楽部 上小岩小 小学2年
0:09:46 16 130 低学年 大原 将世 おおはら しょうせい 男 本埜村立滝野小 小学3年
0:09:49 17 105 低学年 大貫　元輝 おおぬきげんき 男 上小岩第二小 小学2年
0:09:58 18 139 低学年 片岡 和 かたおか わたる 男 公津の杜小 小学3年
0:10:02 19 121 低学年 岩田 航 いわた  こう 男 千葉市立寒川小 小学2年
0:10:03 20 128 低学年 片岡　健登 かたおかけんと 男 ｺｽﾓ二子多摩川 川崎市立東高津小 小学3年
0:10:06 21 123 低学年 相京 学 あいきょう まなぶ 男 公津小学校 公津小 小学2年
0:10:09 22 116 低学年 長内 陽音 おさない ひおん 男 横須賀市立大津小 小学2年
0:10:20 23 106 低学年 石川　隼人 いしかわはやと 男 上小岩第二小 小学2年
0:10:25 24 124 低学年 滝本 力斗 たきもと りきと 男 千葉市立幸町第三小 小学2年
0:10:32 25 120 低学年 和田 学士 わだ まなと 男 高根東小 小学2年
0:10:34 26 140 低学年 石川 遼 いしかわ りょう 男 公津の杜小 小学3年
0:10:36 27 112 低学年 鈴木 祐哉 すずき ゆうや 男 玉造小 小学2年
0:10:40 28 102 低学年 津幡 伸 つばた しん 男 大穴小 小学1年
0:10:45 29 127 低学年 三橋　佳祐 みつはしけいすけ 男 加良部小 小学3年
0:10:49 30 115 低学年 海野 裕太 うんの ゆうた 男 加良部小 小学2年
0:10:49 31 136 低学年 落合 真哉 おちあい しんや 男 マリナーズ 船橋市立海神小 小学3年
0:10:55 32 125 低学年 吉田　知来 よしだちらい 男 入間市立扇小 小学3年
0:10:58 33 111 低学年 政水 春樹 まさみず はるき 男 滝野小 小学2年
0:11:05 34 107 低学年 冠木　健太郎 かぶきけんたろう 男 宣田小 小学2年
0:11:07 35 122 低学年 笠置 悠真 かさぎ ゆうま 男 成田市立新山小 小学2年
0:11:12 36 117 低学年 市村 竜樹 いちむら たつき 男 草加市立氷川小 小学2年
0:11:24 37 104 低学年 小林　光雅 こばやしこうが 男 NFC 玉造小 小学2年
0:12:26 38 101 低学年 宮田　大 みやただい 男 成田市立平成小 小学1年
0:13:09 39 118 低学年 玉井　彪己 たまいひょうこ゜ 男 小学1年
0:13:31 40 110 低学年 仲川 陽来 なかがわ はるく 男 夏見台小 小学2年

133 低学年 吉田 一翔 よしだ ひいと 男 四和小 小学3年
0:07:59 1 163 低学年 安松 青空 やすまつ あおぞら 女 神栖市立横瀬小 小学3年
0:08:49 2 144 低学年 大山　璃子 おおやまりこ 女 Team ODC 小学2年
0:08:53 3 166 低学年 大澤 雛子 おおさわ ひなこ 女 埼玉県草加市高砂小 小学3年
0:08:55 4 164 低学年 安藤 里奈 あんどう りな 女 大垣市立中川小 小学3年
0:08:58 5 161 低学年 大澤 真由 おおさわ まゆ 女 みつわ台南 小学3年
0:09:05 6 158 低学年 阿部 栞 あべ しおり 女 チームABE 岩根小 小学3年
0:09:12 7 156 低学年 佐々木　倫 ささぎりん 女 小学3年
0:09:14 8 152 低学年 小澤 音々 おざわ ねね 女 松戸市立幸谷小 小学2年
0:09:28 9 146 低学年 清野　真衣 せいのまい 女 佐倉市立志津小 小学2年
0:09:55 10 143 低学年 大澤 菜々穂 おおさわ ななほ 女 みつわ台南 小学1年
0:10:27 11 159 低学年 佐々木 なな ささき なな 女 柏洋スイマーズ 柏市立豊小 小学3年
0:10:30 12 160 低学年 塩塚 史奈 しおつか ふみな 女 成田市立吾妻小 小学3年
0:10:32 13 149 低学年 星 波奈子 ほし はなこ 女 柏市立西原小 小学2年
0:10:36 14 167 低学年 高橋 侑里 たかはし ゆうり 女 成田市立加良部小 小学3年
0:10:41 15 155 低学年 砂川　桃香 すながわももか 女 六実第三小 小学3年
0:10:46 16 168 低学年 鹿島　友里花 かしまゆりか 女 滝野小 小学3年
0:11:03 17 162 低学年 澤畠 凜 さわはた りん 女 成田市立橋賀台小 小学3年
0:11:07 18 165 低学年 高橋 明日海 たかはし あすみ 女 所属なし 習志野市立大久保小 小学3年
0:11:12 19 154 低学年 小野　安寿加 おのあすか 女 古河第七小 小学3年
0:11:20 20 145 低学年 山口　紗季 やまぐちさき 女 八千代市立村上北小 小学2年
0:11:26 21 147 低学年 深山　結衣 みやまゆい 女 佐倉市立小竹小 小学2年

DNS 151 低学年 長内 花音 おさない かのん 女 横須賀市立大津小 小学2年
142 低学年 平嶺 彩夏 ひらみね あやか 女 小中台小 小学1年
148 低学年 堤 愛里 つつみ あいり 女 都内小 小学2年
150 低学年 吉田 玲香 よしだ れいか 女 四和小 小学2年
153 低学年 西村 花凛 にしむら かりん 女 北部小 小学2年
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総合タイム 総合順位 No. ｶﾃｺﾞﾘ 名前 フリガナ 性別 所属クラブ 学校名 学年
157 低学年 平嶺 和佳菜 ひらみね わかな 女 小中台小 小学3年

0:11:45 1 245 高学年 安松 青葉 やすまつ あおば 男 神栖市立横瀬小 小学6年
0:11:58 2 242 高学年 佐々木 大輔 ささき だいすけ 男 柏洋スイマーズ 柏市立豊小 小学6年
0:12:23 3 233 高学年 木綿 速人 きわた はやと 男 柏洋スイマーズ 柏市立大津ヶ丘第二小 小学5年
0:12:30 4 227 高学年 西木 大成 にしき たいせい 男 川越市立中央小 小学5年
0:12:36 5 223 高学年 玉崎 稜也 たまざき りょうや 男 銚子市立海上小 小学5年
0:12:41 6 231 高学年 林 侑平 はやし ゆうへい 男 FCボレイロ成田 平成小 小学5年
0:13:06 7 232 高学年 横島 公平 よこしま こうへい 男 宇都宮ブレイブ村上塾 宇都宮市立戸祭小 小学5年
0:13:37 8 220 高学年 藤井　恭平 ふじいきょうへい 男 ULTRA SOUL 久米川東小 小学5年
0:13:39 9 238 高学年 島村　浩平 しまむらこうへい 男 豊田小 小学6年
0:13:42 10 222 高学年 天野 隼 あまの しゅん 男 守谷ITC 白山小 小学5年
0:13:45 11 241 高学年 鶴田 雄大 つるた かずひろ 男 SUNNY FISH 宮崎台小 小学6年
0:13:47 12 243 高学年 平谷 隼 ひらや しゅん 男 A&rsquo;sトライアスロン 旭市立鶴巻小 小学6年
0:14:02 13 208 高学年 市村 朋樹 いちむら ともき 男 草加市立氷川小 小学4年
0:14:06 14 234 高学年 大澤 公貴 おおさわ こうき 男 埼玉県草加市高砂小 小学5年
0:14:23 15 239 高学年 加藤　冴基 かとうかえき 男 足立区立東渕江小 小学6年
0:14:26 16 225 高学年 大原 聡一郎 おおはら そういちろう 男 本埜村立滝野小 小学5年
0:14:50 17 213 高学年 永山 未来 ながやま みらい 男 cta 銚子市立本城小 小学4年
0:14:53 18 206 高学年 山内 滉太 やまうち こうた 男 茨城県守谷市立高野小 小学4年
0:14:57 19 201 高学年 大山　泰世 おおやまたいせい 男 Team ODC 小学4年
0:15:01 20 211 高学年 中山 海途 なかやま かいと 男 成田市立向台小 小学4年
0:15:10 21 226 高学年 政水 俊哉 まさみず しゅんや 男 滝野小 小学5年
0:15:15 22 214 高学年 都丸 義仁 とまる よしひと 男 内野小 小学4年
0:15:24 23 240 高学年 榊原　康平 さかきばらこうへい 男 千葉市大椎小 小学6年
0:15:42 24 210 高学年 岩田 匠 いわた たくみ 男 千葉市立寒川小 小学4年
0:15:44 25 217 高学年 倉賀野　太一 くらがのたいち 男 松戸市立柿ノ木台小 小学5年
0:15:47 26 203 高学年 加藤　寿唯 かとうゆきい 男 足立区立東渕江小 小学4年
0:16:05 27 221 高学年 桃川　翔太 ももかわしょうた 男 成田市立公津の杜小 小学5年
0:16:12 28 202 高学年 深山　大輔 みやまだいすけ 男 佐倉市立小竹小 小学4年
0:16:39 29 235 高学年 児玉 聖龍 こだま きりゅう 男 玉造小 小学5年
0:16:46 30 224 高学年 上野 陸 うえの りく 男 柏市立光ヶ丘小学校 柏市立光ヶ丘小 小学5年
0:16:50 31 244 高学年 枝並 克典 えだなみ かつのり 男 向小金小 小学6年
0:17:10 32 237 高学年 斉藤　宏樹 さいとうひろき 男 小学6年
0:17:55 33 229 高学年 菅谷 文哉 すがや ふみや 男 A&rsquo;sトライアスロン 旭市立豊畑小 小学5年
0:18:05 34 228 高学年 下村 大翔 しもむら ひろと 男 レオタロウズ 流山市立向小金小 小学5年
0:18:13 35 230 高学年 田中 元規 たなか げんき 男 酒々井小 小学5年
0:18:47 36 219 高学年 冠木　涼 かぶきりょう 男 宣田小 小学5年
0:19:24 37 246 高学年 土井 奏 どい すすむ 男 小見川中央小 小学6年
0:19:30 38 236 高学年 宮田　凱 みやたかい 男 NSSS 成田市立平成小 小学6年
0:20:23 39 209 高学年 脇田 聖也 わきた せいや 男 横芝光町立東陽小 小学4年
0:22:49 40 218 高学年 松本　健太郎 まつもとけんたろう 男 前原小 小学5年
0:24:21 41 204 高学年 石井　光星 いしいこうせい 男 千葉市桜木小 小学4年
0:25:10 42 216 高学年 今野 恭兵 こんの きょうへい 男 橋賀台小 小学4年
0:27:04 43 212 高学年 古山 航 ふるやま わたる 男 サニージュニア 柏第4小 小学4年

DNS 207 高学年 林 秀弥 はやし しゅうや 男 成田SSS 平成小 小学4年
205 高学年 田村 秀明 たむら  ひであき 男 茂原市立緑ヶ丘小 小学4年
215 高学年 舘林 孝太朗 タテバヤシ コウタロウ 男 西志津小 小学4年

0:12:56 1 259 高学年 清野　真帆 せいのまほ 女 佐倉市志津小 小学5年
0:13:27 2 268 高学年 寺崎 愛海 てらさき めぐみ 女 つくば市立島名小 小学6年
0:14:04 3 261 高学年 大澤 侑愛 おおさわ ゆきな 女 みつわ台南 小学5年
0:14:07 4 253 高学年 小池　優媛 こいけゆえん 女 守谷ＩＴＣｷｯｽﾞ 取手市立白山小 小学4年
0:14:22 5 267 高学年 西海 花 にしうみ はな 女 ★チーム西海★ 千葉県我孫子市立布佐小 小学6年
0:15:11 6 269 高学年 宇佐美 ひな うさみ ひな 女 TEAMひなち 向小金小 小学6年
0:16:27 7 266 高学年 藁谷　百合香 わらがいゆりか 女 上小岩第二小 小学6年
0:16:33 8 247 高学年 倉賀野　真央 くらがのまお 女 松戸市立柿ノ木台小 小学4年
0:16:43 9 262 高学年 齋藤 希弥 さ まや 女 キヨシマSC 戸祭小 小学5年
0:16:46 10 260 高学年 遠藤 瞳 えんどう ひとみ 女 A&rsquo;sトライアスロン 旭市立琴田小 小学5年
0:17:12 11 265 高学年 石川　佳穂 いしかわかほ 女 上小岩第二小 小学6年
0:17:41 12 251 高学年 白土　亜美 しらとあみ 女 成田市立向台小 小学4年
0:17:43 13 264 高学年 大久保　瑠奈 おおくぼるな 女 上小岩第二小 小学6年
0:17:46 14 248 高学年 森 菜摘 もりなつみ 女 向台小 小学4年
0:18:19 15 257 高学年 北野 優希 きたの ゆうき 女 成田市立玉造小 小学4年
0:18:31 16 254 高学年 仲川 陽菜 なかがわ はるな 女 夏見台小 小学4年
0:19:48 17 256 高学年 一ノ瀬 夕映 いちのせ ゆえ 女 寒川小 小学4年
0:20:11 18 255 高学年 徳村 朋花 とくむら ともか 女 中台小 小学4年
0:21:12 19 263 高学年 大貫　夏奈 おおぬきかな 女 上小岩第二小 小学6年
0:21:56 20 249 高学年 宮田　麻衣 みやたまい 女 クオーレ 成田市立平成小 小学4年
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総合タイム 総合順位 No. ｶﾃｺﾞﾘ 名前 フリガナ 性別 所属クラブ 学校名 学年
0:22:23 21 252 高学年 見城　愛美 けんじょうまなみ 女 成田小 小学4年

DNS 250 高学年 奥田　みう おくだみう 女 T-Rex おくちゃんず 須田小 小学4年
DNS 258 高学年 奥田　さわ おくださわ 女 T-Rex おくちゃんず 須田小 小学5年

0:20:58 1 305 ｼﾞｭﾆｱ 佐藤　智紀 さとうともき 男 ｻﾝｼｬｼﾝ久喜 久喜市立太東中 中学2年
0:21:57 2 303 ｼﾞｭﾆｱ 国見 篤 くにみ あつし 男 さいたま市立常盤中 中学1年
0:22:03 3 306 ｼﾞｭﾆｱ 坂入　勇希 さかいりゆうき 男 守谷ＩＴＣｷｯｽﾞ 取手市立戸頭中 中学2年
0:22:30 4 301 ｼﾞｭﾆｱ 仲子　大起 なかこだいき 男 墨田区立文化中 中学1年
0:22:52 5 308 ｼﾞｭﾆｱ 毎沢 陸 まいざわ りく 男 守谷ITCキッズ 戸頭中 中学2年
0:23:21 6 304 ｼﾞｭﾆｱ 小池　優巴 こいけゆうは 男 守谷ＩＴＣｷｯｽﾞ 取手市立第一中 中学2年
0:23:25 7 307 ｼﾞｭﾆｱ 藤井　凌 ふじいりょう 男 ULTRA SOUL 東村山二中 中学2年
0:26:40 8 309 ｼﾞｭﾆｱ 中村 今人 なかむら いま 男 目黒第七中 中学3年
0:28:03 9 302 ｼﾞｭﾆｱ 増田 大祐 ますだ だいすけ 男 A&rsquo;sトライアスロン 旭市立第二中 中学1年
0:22:57 1 313 ｼﾞｭﾆｱ 山口　桃由 やまぐちもゆ 女 ｻﾝｼｬｼﾝ久喜 伊奈町立南中 中学3年
0:26:56 2 311 ｼﾞｭﾆｱ 児玉 梨沙 こだま りさ 女 玉造中 中学2年
0:28:29 3 312 ｼﾞｭﾆｱ 島村　沙希 しまむらさき 女 大野中 中学3年
0:30:40 4 310 ｼﾞｭﾆｱ 関 久恵 せき ひさえ 女 守谷ITCキッズ 和洋国府台女子中学 中学2年
0:25:33 1 434 ｱｸｱｽﾛﾝ 高橋 秀明 たかはし ひであき 男 ちはら台走友会
0:28:24 2 424 ｱｸｱｽﾛﾝ 下村 学 しもむら まなぶ 男 レオタロウズ
0:29:03 3 432 ｱｸｱｽﾛﾝ 井出 政志 いで まさし 男 チーム村雨橋
0:29:16 4 439 ｱｸｱｽﾛﾝ 市村 泰助 いちむら たいすけ 男 TEAM 走り屋
0:29:26 5 440 ｱｸｱｽﾛﾝ 木綿 正秋 きわた まさあき 男 スワッチ
0:30:25 6 429 ｱｸｱｽﾛﾝ 松田 光弘 まつた みつひろ 男
0:30:40 7 430 ｱｸｱｽﾛﾝ 星 秀明 ほし ひであき 男
0:30:53 8 415 ｱｸｱｽﾛﾝ 田中　潤一 たなかじゅんいち 男
0:31:09 9 422 ｱｸｱｽﾛﾝ 丸 寛史 まる ひろし 男 浦安タモリC
0:31:32 10 442 ｱｸｱｽﾛﾝ 松井 聡 まつい さとし 男 マラソン完走クラブ
0:31:38 11 421 ｱｸｱｽﾛﾝ 田守 潤 たもり じゅん 男 浦安タモリクラブ
0:32:44 12 405 ｱｸｱｽﾛﾝ 松本　裕紀 まつもとひろのり 男
0:33:05 13 418 ｱｸｱｽﾛﾝ 西嶋 英樹 にしじま ひでき 男
0:33:14 14 401 ｱｸｱｽﾛﾝ 倉賀野　晃一 くらがのこういち 男
0:33:31 15 403 ｱｸｱｽﾛﾝ 奥田　弘志 おくだひろし 男 T-Rex おくちゃんず
0:33:36 16 416 ｱｸｱｽﾛﾝ 上野 宏彰 うえの ひろあき 男 RickRun
0:34:05 17 414 ｱｸｱｽﾛﾝ 藤井　浩一 ふじいこういち 男 ULTRA SOUL
0:34:13 18 423 ｱｸｱｽﾛﾝ 阿部 厚司 あべ あつし 男 チームABE
0:34:22 19 409 ｱｸｱｽﾛﾝ 冠木　隆 かぶきたかし 男
0:34:36 20 419 ｱｸｱｽﾛﾝ 永久保 征和 ながくぼ まさかず 男
0:34:46 21 441 ｱｸｱｽﾛﾝ 吉田 耕一 よしだ こういち 男
0:34:51 22 410 ｱｸｱｽﾛﾝ 砂川　昌志 すながわまさし 男
0:34:56 23 435 ｱｸｱｽﾛﾝ 枝並 英樹 えだなみ ひでき 男 水・粋・酔
0:35:02 24 433 ｱｸｱｽﾛﾝ 田崎 富士夫 たざき ふじお 男 瑞江RC
0:35:13 25 407 ｱｸｱｽﾛﾝ 大貫　幸一 おおぬきこういち 男
0:35:17 26 408 ｱｸｱｽﾛﾝ 山本　真一 やまもとしんいち 男 松戸駐屯地ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部
0:35:20 27 417 ｱｸｱｽﾛﾝ 矢野 善大 やの よしひろ 男 富士見倶楽部
0:35:44 28 427 ｱｸｱｽﾛﾝ 清野 昌芳 せいの まさよし 男 松戸トライアスロン部
0:35:49 29 437 ｱｸｱｽﾛﾝ 小林 雄志 こばやし ゆうじ 男 ハイソックス
0:36:03 30 443 ｱｸｱｽﾛﾝ 松浦 史記 まつうら ふみのり 男
0:36:53 31 444 ｱｸｱｽﾛﾝ 稲村 茂 いなむら しげる 男
0:37:06 32 411 ｱｸｱｽﾛﾝ 深山　正則 みやままさのり 男
0:37:43 33 436 ｱｸｱｽﾛﾝ 青山 英人 あおやま ひでと 男 富士見倶楽部
0:37:59 34 438 ｱｸｱｽﾛﾝ 鈴木 顕仁 すずき あきひと 男
0:39:09 35 404 ｱｸｱｽﾛﾝ 外田　正成 そとだまさしげ 男
0:39:31 36 425 ｱｸｱｽﾛﾝ 増田 義和 ますだ よしかず 男 A&rsquo;sトライアスロン
0:39:34 37 428 ｱｸｱｽﾛﾝ 田邉 勝志 たなべ かつし 男 浦安タモリC
0:40:36 38 406 ｱｸｱｽﾛﾝ 細矢　久 ほそやひさし 男
0:40:51 39 412 ｱｸｱｽﾛﾝ 並木　雅明 なみきまさあき 男
0:42:32 40 402 ｱｸｱｽﾛﾝ 吉田　俊彦 よしだとしひこ 男 ラプターズ
0:47:46 41 413 ｱｸｱｽﾛﾝ 押尾　正一 おしおまさかず 男 ｲﾄﾏﾝ千葉

DNS 445 ｱｸｱｽﾛﾝ 近藤 修 こんどう しゅう 男
420 ｱｸｱｽﾛﾝ 平嶺 秀樹 ひらみね ひでき 男
426 ｱｸｱｽﾛﾝ 鈴木 厚正 すずき あつまさ 男
431 ｱｸｱｽﾛﾝ 酒井 上 さかい のぼる 男

0:29:31 1 448 ｱｸｱｽﾛﾝ 加瀬 恵美 かせ えみ 女 A&rsquo;sトライアスロン
0:41:08 2 447 ｱｸｱｽﾛﾝ 田守 陽子 たもり ようこ 女 浦安タモリクラブ
0:42:55 3 449 ｱｸｱｽﾛﾝ 千本松 宏子 せんぼんまつ ひろこ 女 A&rsquo;sトライアスロン
0:46:15 4 450 ｱｸｱｽﾛﾝ 和泉 憂 いずみ ゆう 女 A’sトライアスロン

DNS 446 ｱｸｱｽﾛﾝ 奥田　美和 おくだみわ 女 T-Rex おくちゃんず
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